
 

 
 

平成２６年度 

第１回岡山大学 Alumni（全学同窓会）理事会議題 

 
日 時  平成２６年６月６日（金）１３：００～ 

   場 所  岡山大学本部棟６階第一会議室        

 

１ 審議事項 

（１）役員の変更について 

資料１：岡山大学 Alumni（全学同窓会）役員等名簿（案） 

 

（２）平成２５事業年度活動報告について 

資料２：平成２５事業年度活動報告 

 

（３）平成２５事業年度会計報告及び監査報告について 

資料３：平成２５事業年度会計報告・監査報告書 

 

（４）平成２６事業年度事業計画について 

資料４：平成２６事業年度事業計画（案）・収支予算（案） 

 

（５）岡山大学 Alumni（全学同窓会）東京支部設立について 

資料５：岡山大学 Alumni（全学同窓会）東京支部会則及び申し合わせ（案） 

資料６：岡山大学 Alumni（全学同窓会）東京支部役員名簿（案） 

資料７：岡山大学 Alumni（全学同窓会）東京支部設立総会次第（案） 

参考資料１：岡山大学 Alumni（全学同窓会）組織図・支部構成概念図 

 

（６）今後の（東京以外の）支部設立の予定について 
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２ 報告事項 

（１）会費納入状況について 

資料８：岡山大学 Alumni（全学同窓会）及び各学部等同窓会会費納入状

況一覧 

 

３ その他 

参考資料２：岡山大学 Alumni（全学同窓会）ご案内 

参考資料３：岡山大学 Alumni（全学同窓会）会報 創刊号 

 



資料１

岡山大学Alumni（全学同窓会）役員・顧問名簿（案）

＜役　　　員＞

役職名 氏　　　名 備　　　考

会　長 小　長　啓　一 法文経学部同窓会

副会長 陶　浪　保　夫 法文経学部同窓会

〃 小　谷　秀　成 医学部同窓会

副会長 荒　木　　　勝 理事(社会貢献･国際担当)、副学長

理　事 阿　部　宏　史 理事（企画・総務担当）、副学長

〃 許　　　南　浩 理事（教育担当）、副学長

〃 松　本　俊　郎 経済学部長

〃 窪　木　拓　男 歯学部長

＊ 〃 冨　田　栄　二 工学部長

〃 門　野　八洲雄 教育学部同窓会

〃 川　本　平　山 理学部同窓会

〃 浅　利　正　二 医学部同窓会

＊ 〃 千　原　敏　裕 歯学部同窓会

〃 岡　本　敬の介 薬学部同窓会

〃 酒　井　貴　志 工学部同窓会

＊ 〃 有　岡　桂　佑 環境理工学部同窓会

〃 上　村　一　雄 農学部同窓会

〃 張　　　　　紅 国際同窓会

〃 竹　原　啓　二 法文経学部同窓会東京支部

〃 川　本　一　之 法文経学部同窓会広島支部

〃 竹　崎　克　彦 法文経学部同窓会香川支部

〃 藤　沢　芳　朗 工学部同窓会関東支部

＊ 〃 浜　田　史　洋 医学部同窓会福山支部

＊ 〃 貞　本　和　彦 医学部同窓会松山支部

〃 保　科　英　子 ときわ会（ときわ会、ほおゆう、あらたま会、助産師同
窓会の輪番による持ち回り）

監　事 近　藤　弦之介 法文経学部同窓会

〃 坂　東　靖　夫 工学部同窓会

＜顧　　　問＞

役職名 氏　　　名 備　　　考

顧　問 金　光　富　男 岡山大学名誉会員（法文経学部同窓会）

〃 森　田　　　潔 岡山大学学長

＊印は、変更等となる岡山大学Alumni（全学同窓会）役員
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資料２ 

平成２５事業年度活動報告 

 

１ 総会、理事会等の開催 

・平成 25 年 10 月 19 日に設立総会を開催（同日、岡山大学ホームカミングデ

イ 2013 開催） 
・平成 25 年 12 月 5 日に第 1 回理事会を開催 
 

２ 会費管理システム 
・業者と調整し導入。 

 
３ 会員名簿関連 
・将来的に、各学部等同窓会が所有する会員の個人情報を、Alumni も利用が

可能となるよう、個人情報の取り扱いに関する同意の依頼を順次開始。平成

２６年度に名簿作成の予定のある学部等同窓会に対し依頼。 
 

４ Alumni 案内パンフレット 
・Alumni に対する理解を深めることを目的として、パンフレットを作成。上

記個人情報の取り扱いに関する同意を依頼する際などに添付して配付。 

 
５ 会費納付依頼 
・会費納入依頼パンフレット（教職員用、学部新入生用、大学院新入生・研究

生用、同窓生用）の作成および配付。 
＊教職員：各人に依頼文書を配付。部局連絡会、各学部の教授会等でも協

力の依頼を行った。 
＊新入生（学部、大学院生、研究生等）：入学案内とともに会費納入案内

を配付。新入生オリエンテーション等でも協力を依頼。 
＊同窓生：会費納入案内を、Alumni 会報とともに配付。 

・ホームページに、会費納入のお願いを掲載。 

 
６ ホームページ 
・ホームページを開設し、事業内容、総会・理事会の報告、ホームカミングデ

イ等、各種情報を発信。 

 
７ 岡山大学 Alumni（全学同窓会）会報 

・創刊号を発行。納品後順次、同窓生、新入生へ配付。在学生、教職員へは、
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メールにより配信。 

 
８ Web ネットワークシステム 
・業者と打ち合わせを行い、導入を検討。 

 
９ 支部活動支援 
・各学部等同窓会に、地区のキーパーソンの選出を依頼し情報の収集を行う。 
・Alumni 東京支部の設立に向け、東京サテライトオフィスにおいて、東京地

区のキーパーソンが集まり、打合会を開催。 

 
１０ ホームカミングデイの開催支援 
・ホームカミングデイ 2013（10/19）開催。同日に Alumni 設立総会を開催。 
・ホームカミングデイ 2014 の開催日（10/18）を、チラシ、ホームページ等

で学内・学外へ周知。同日に Alumni 総会を開催予定。同窓生と現役学生の

交流企画を検討。 



fujii-m
テキストボックス
資料３
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資料４ 

平成２６事業年度事業計画(案) 

 

１ 総会、理事会の開催 

・総会の開催：平成２６年１０月１８日（土） 
・理事会の開催：年間３回程度開催予定 

 

２ 会員名簿関連 
・将来的に、各学部等同窓会が所有する会員の個人情報を、Alumni も利用が

可能となるよう、個人情報の取り扱いに関する同意の依頼を順次行う。平成

２６年度～２７年度に名簿作成の予定のある学部等同窓会を中心に依頼。 
 

３ 会費納付依頼 
・会費納入依頼パンフレット（学部新入生用、大学院新入生・研究生用、同窓

生用、教職員用、教職員 OB 用）の作成、配付および周知の効果的な方法の

検討および実施。 
・ホームページによる周知。 

 
４ ホームページ 
・イベント情報、事業内容案内、会報掲載、総会・理事会の報告等、各種情報

を発信。 
・会員に対する広報の推進のため、ホームページの整備、充実を図る。 

 
５ 岡山大学 Alumni（全学同窓会）会報 

・第２号を発行。同窓生、在学生、教職員等へ発送。（メール配信含む） 

 
６ Web ネットワークシステム 
・システムの検討および導入。会員自らが個人情報を管理する会員情報システ

ムを導入し、Alumni 等からの情報発信、会員同士のコミュニケーション支

援体制を整備。 

 
７ 支部活動支援 
・当面７支部（Alumni 東京支部、名古屋支部、大阪支部、広島支部、福山支

部、高松支部、愛媛支部）の設立に向け、設立準備会等を開催。 
・支部活動活性化に資する事業の支援。１企画あたり最大 20 万円（年間 5 件

程度） 



 2 / 2 
 

 
８ 学生支援関連 
・キャリア開発センター主催「学生向け中央官庁ツアー」の協力支援。 
・就職活動支援人材データバンク導入の検討。 
・グローバル人材育成を見据えた、学生の留学経費支援の検討。 

 
９ ホームカミングデイの開催支援 
・ホームカミングデイ 2014 の開催：平成２６年１０月１８日（土） 
・各学部等同窓会と連携し、ホームページ等で学内・学外へ周知。 
・同窓生と現役学生の交流企画の実施支援等。 

 
１０ 顕彰事業 
・支部活動に多大な貢献をした会員を表彰。 

 



【収入】

費　目　等 予算額（円） 備　考

前年度繰越額 1,279,358

会費収入 19,608,528

収　入　合　計 20,887,886

【支出】

費　目　等 予算額（円） 備　考

事務局職員人件費 1,680,000 1名

事務局事務経費（総会、理事会等開催費、役員
招聘旅費含む）

1,200,000

ホームページ運用、維持、管理費 300,000

会報作成、発送費 2,500,000 70,000部

支部活動支援費 1,000,000

各種行事支援
（ホームカミングデイ会場設備備品費等）

500,000

グローバル人材育成支援
（学生の留学経費支援費等）

2,000,000

就職活動支援
（人材データバンク導入、維持、管理費等）

800,000

Webコミュニケーションシステム導入、運用、維
持、管理費

1,000,000

予備費 1,020,000

支　出　合　計 12,000,000

【収入－支出】

繰越額（円） 8,887,886

平成２６事業年度岡山大学Alumni（全学同窓会）収支予算（案）
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岡山大学 Alumni（全学同窓会）東京支部会則（案） 
制定 平成  年  月  日  

   第１章 総則 
 （名称） 

第１条 本会は，岡山大学Alumni
ア ラ ム ナ イ

（全学同窓会）東京支部と称する。 
 （目的） 
第２条 本会は，岡山大学の発展と社会への貢献に寄与すること及び会員相互

の交流と親睦を図ることを目的とする。 
 （事業） 
第３条 本会は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。 
 一 岡山大学，岡山大学 Alumni（全学同窓会）及び本会と同一地区にある学

部等同窓会支部等との連携及び協力を推進する事業 
 二 会員相互の交流と親睦に寄与する事業 
 三 会員による同窓会活動に対する支援事業   
 四 岡山大学在学生との交流等に関する事業 
 五 その他本会の目的を達成するために必要な事業  

 
   第２章 会員 
  （会員） 

第４条 本会は，１都６県（東京都，茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉

県，神奈川県）の会員をもって組織する。ただし，この周辺地域については，

居住する地域に支部が設置されるまでの期間は，この限りではない。 

 
   第３章 支部役員等 
  （支部役員） 

第５条 本会に，次の支部役員を置く。 

 一 代表幹事 １名 

 二 幹事   若干名 

（支部役員の選任） 

第６条 支部役員は，支部幹事会において選任する。 

２ 支部役員の選任を行った場合，代表幹事は，岡山大学 Alumni（全学同窓会）

理事会に速やかに報告する。 

 （支部役員の任期） 
第７条 支部役員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じ

た場合の後任支部役員の任期は，前任者の残任期間とする。 
 （支部役員の任務） 
第８条 支部役員の任務は，次のとおりとする。 
 一 代表幹事は，本会を代表し，会務を執行する。 
 二 幹事は，代表幹事を補佐し，代表幹事に事故があるときは，代表幹事が
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あらかじめ指名する幹事が代表幹事の任務を代行する。 
（顧問） 

第９条 本会に，支部幹事会が必要と認める場合，顧問を置くことができる。 

２ 顧問は，支部の運営等について助言する。 

３ 顧問は，支部幹事会に出席することができる。    

 
第４章 会議 

 （支部総会） 
第１０条 支部総会は，会員をもって構成する。 
２ 支部総会は，支部幹事会の決議事項の報告および会員同士の交流に関する

事項等について，必要に応じて代表幹事が招集し，代表幹事がその議長とな

る。 
 （支部幹事会） 
第１１条 支部幹事会は，代表幹事及び幹事をもって構成する。 
２ 支部幹事会は，必要に応じ代表幹事が招集し，代表幹事がその議長となる。 
３ 支部幹事会は，次の事項を協議し決議する。 
 一 事業計画の企画・立案，実施に関すること 
二 支部総会に関する事項 
三 その他会務の執行に関する重要な事項 

４ 支部幹事会は，代表幹事及び幹事の過半数の出席がなければ会議を開催し，

議決することができない。 

５ 支部幹事会の議事は，出席した代表幹事及び幹事の過半数をもって決し，可

否同数のときは，議長の決するところによる。 

 

   第５章 事務局 
（事務局） 

第１２条 本会の事務を遂行するため，岡山大学東京サテライトオフィスに事

務局を置き，事務局長は幹事の中から選任する。 

 
   第６章 雑則 
第１３条 この会則に定めるもののほか，本会の運営に関し必要な事項は，支

部幹事会で定めるところによる。 
   附 則 
 この会則は，平成○年○月○日から施行する。 
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岡山大学 Alumni（全学同窓会）東京支部会則に関する申し合わせ（案） 

 
岡山大学 Alumni（全学同窓会）東京支部の運営を円滑に行うため，岡山大学

Alumni（全学同窓会）東京支部会則（以下，「支部会則」という。）に係る事

項について，以下の通り申し合わせる。 

 
１ 支部会則第５条２号の幹事の選出については，岡山大学 Alumni（全学同窓

会）又は各学部等同窓会又は各学部等同窓会支部の推薦により行う。 

 
２ 支部会則第５条１号の代表幹事の選出については，幹事の中から互選また

は岡山大学 Alumni（全学同窓会）会長の推薦により行う。 

 
３ 支部会則第１２条の事務局については，以下の業務を所掌するものとする。 
一 事業の計画に関すること 
二 岡山大学 Alumni（全学同窓会）との連絡に関すること 
三 岡山大学 Alumni（全学同窓会）から交付された補助金の執行計画に関す

ること 

 
４ 支部会則第１２条の事務局長については，代表幹事が幹事の中から指名に

より選任する。 

 
   附 則 
 この申し合わせは，平成○年○月○日から施行する。 

 
 



資料６

岡山大学Alumni（全学同窓会）東京支部役員名簿（案）

役職名 氏　　名 備　　考

代表幹事 小　長　啓　一 法文経学部同窓会

幹　　事 竹　原　啓　二 法文経学部同窓会

〃 米　森　重　明 理学部同窓会

〃 土　 岐　　 彰 医学部同窓会

〃 鯨　井　博　史 歯学部同窓会

〃 藤　澤　芳　朗 工学部同窓会

〃 大　西　昌　彦 環境理工学部同窓会

〃 赤　 尾　　 泰 農学部同窓会

〃 中　川　襄　二 農学部同窓会



資料７ 

 
 

岡山大学 Alumni（全学同窓会）東京支部設立総会次第（案） 

 
 

日 時  平成２６年７月２５日（土）１７：１５～ 
場 所  KKR ホテル東京１１階丹頂の間 

 
開  会 

 
挨  拶 
 １ 岡山大学 Alumni（全学同窓会） 小長 啓一 会長 
 ２ 岡山大学 森田 潔 学長（岡山大学 Alumni（全学同窓会）顧問） 

 
議長選出 

 
議  事 
１ 岡山大学 Alumni（全学同窓会）東京支部の設立について 

 
（１）岡山大学 Alumni（全学同窓会）東京支部会則および申し合わせについ

て 
   資料１：岡山大学 Alumni（全学同窓会）会則 
   資料２：岡山大学 Alumni（全学同窓会）に関する申し合わせ 

 
（２）岡山大学 Alumni（全学同窓会）東京支部の組織について 

  資料３：岡山大学 Alumni（全学同窓会）組織図・支部構成概念図 

 
（３）岡山大学 Alumni（全学同窓会）東京支部役員について 

  資料４：岡山大学 Alumni（全学同窓会）東京支部役員名簿 

 
（４）岡山大学 Alumni（全学同窓会）東京支部の事業計画について 

  資料５：岡山大学 Alumni（全学同窓会）東京支部事業計画 

 
２ その他 

 
代表幹事挨拶 

 
閉  会 



岡山大学 Alumni （全学同窓会）
組織図

岡山大学Alumni
支部幹事会

岡山大学Alumni
支 部

研究生等 在学生

総 会 （Ａｌｕｍｎｉ会員）

教職員等
賛助会員

理事会構成員

会長 ※理事の中から選任

副会長（３人）※理事の中から選任

各学部同窓会代表者９人
国際同窓会代表者１人
岡山大学副学長から３人

岡山大学研究科長・学部長から
３人

支部役員の中から理事会が必
要と認めた者若干人
理事会が必要と認めた者若干人
＋顧問（名誉会員等）

副会長

会 長

事務局
（事務局長＋事務）

所掌：会の運営及び事業
実施に関する企画・
立案、支部の設置・
廃止、総会に付議
する事項等

年３回程度開催

複数学部の出身者で
かつ一定以上の会員
で構成される地区ごと
に設置

所掌：理事の選任、事業計画、予算・決算、会則の改廃等
年１回開催

岡山大学Alumni
支部代表幹事

留学生

顧 問

最高意思決定機関

副学長から３人（学長推薦）
学部長・研究科長から３人
（学長推薦）

設置予定支部

理事の中から理事会の推薦に
基づき総会において選任

理事の中から理事会の推薦に
基づき総会において選任（３人）

＜設置予定支部（目標）＞
東京支部、名古屋支部、
大阪支部、神戸支部、
岡山支部、広島支部、
福山支部、香川支部、
松山支部、徳島支部、
高知支部、九州支部
Etc.

監 事

会員の中から理事会の推薦に
基づき総会において選任（２人）

大学役員・学部長・
研究科長代表者

※Alumni設置後、可能な地域
から順次整備

Alumni組織と並列
の立場で事業と
連携・協力

在学生、研究生等、留学生、
教職員会員対象事業を中心
に主体的関与

理 事 会

各学部同窓会

代表者

卒 業 生

参
考
資
料
１



A学部同窓会関東支部
会員

岡山大学 Alumni （全学同窓会）
支部構成概念図（例：東京支部）

岡山大学Alumni
（全学同窓会）

東京支部（1都6県）

これまでの同窓会に
未加入の本学卒業生

支部組織を持たない
関東地区在住の
Ｅ学部同窓会会員

C学部同窓会東京支部
会員

支部組織を持たない
関東地区在住の
Ｄ学部同窓会会員

交流
交流

同じ学部出身者同士の交流が活発化
するとともに、他学部出身者との交流
も発展
学部同窓会支部組織設置が加速

学部同窓会支
部組織間での
交流や連携が
活発化

これまで参加していなかった同窓生
の発掘と、新たな交流の発展に寄与

Ａｌｕｍｎｉ支部は、その地区に居住する
本学同窓生等の集合体組織

同一地区にある学部同窓会支部会員
等の連携の場として運営

学部同窓会支部組織
の活動が活発化

交流

交流

Ｃ学部同窓会東京支部

A学部同窓会関東支部

B学部同窓会東京支部
会員

B学部同窓会東京支部

連携



資料８

岡山大学Alumni(全学同窓会)および各学部等同窓会　会費納入状況一覧

（平成25年10月19日～平成26年4月30日納入分）

区分 納入件数（件）

教職員 554

学部学生 1209 ※内訳は下表のとおり

大学院生 61

同窓生 147

教職員OB 1

合計 1972

定員（A）
MPコース
定員(B)

計(A)+(B)

文学部 175 -1

法学部 225 -1

経済学部 245 -1

教育学部同窓会 教育学部 280 -3 277 152 54.9%

理学部同窓会 理学部 140 -5 135 70 51.9%

鶴翔会 医学部医学科 115 － 115 88 76.5%

ときわ会
医学部保健学科
看護学専攻

80 -1 79 48 60.8%

ほおゆう
医学部保健学科
放射線技術科学専攻

40 － 40 26 65.0%

あらたま会
医学部保健学科
検査技術科学専攻

40 － 40 30 75.0%

助産師同窓会 － － 0 0 － 現在、学部生を募集していない。

歯学部同窓会 歯学部 48 － 48 28 58.3%
Alumni会費のみ。（学部等同窓会
会費は入学時に徴収せず、卒業
時に徴収予定。）

薬友会 薬学部 80 -1 79 46 58.2%

工学部同窓会 工学部 460 -1 459 288 62.7%

環境数理学科同窓
会

環境理工学部環境数理
学科

20 － 20 11 55.0%

環会
環境理工学部
環境デザイン工学科

50 -1 49 21 42.9%

拓水会
環境理工学部
環境管理工学科

40 － 40 24 60.0%
Alumni会費のみ。（学部等同窓会
会費は入学時に徴収せず、卒業
時に徴収予定。）

環境物質工学科同
窓会

環境理工学部
環境物質工学科

40 － 40 21 52.5%

農学部同窓会 農学部 120 -1 119 70 58.8%

マッチングプログラム
コース同窓会

マッチングプログラム
コース

－ 16 16 6 37.5%
Alumni会費のみ。（学部等同窓会
会費は入学時に徴収せず、卒業
時に徴収予定。）

合計 2,198 0 2,198 1,209 55.0%

備考

学部学生　納入内訳

同窓会名 学部・学科等名
入学定員（人）

法文経学部同窓会 642 280 43.6%

納入件数
（件）

納入割合
（％）
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時計台

岡山大学Alumni（全学同窓会）

　岡山大学は、昭和 24 年の創設以来、約10万人の有為な人材
を輩出してまいりましたが、近年、大学を取り巻く環境の変化が厳
しい中、今後、岡山大学が発展していくためには、同窓生の皆様と
岡山大学が強固なネットワークを構築することが重要と考えてお
ります。
　私も岡山大学の学長であると同時に、岡山大学の同窓生でもあ
ります。同窓生には「岡山大学の何々学部を卒業した」という意識
はあると思いますが、それとともに「岡山大学を卒業した」という共
通の絆も持っていただきたいと思っております。
　学生諸君や同窓生の皆様には、岡山大学で学んだという岡山
大学のアイデンティティに誇りを持っていただき、岡山大学との強
い絆をとおして、大学とともに同窓生の皆様も発展していただきた
いと考えております。
　そのような思いが実り、平成 25 年 10月19日、新しい組織とし
て「岡山大学Alumni（全学同窓会）」設立の日を迎えることがで
きました。小長会長様ならびに各学部等同窓会の代表の皆様の
一方ならぬご尽力の賜と、心より感謝申し上げる次第であります。
　厳しい社会情勢の中、世界で活躍する有為な人材を輩出してい
くためには、岡山大学と岡山大学の知の営みに関わった全ての
方々の団結は不可欠です。同窓生のみならず、岡山大学に関わる
全ての方々の強い団結のもと、全国への支部設置を通してネット
ワークを広げ、皆様方との強い絆のもとに様 な々事業を展開し、皆
様の交流と発展、さらには Alumni と岡山大学の一層の発展を
願うところであります。
　今後とも、皆様のご支援ご協力を賜りますよう、よろしくお願い
申し上げます。

（表紙のご説明）
岡山大学のシンボル、時計台（附属図書館）とその正面に鎮座す
る黒正巌先生の像です。戦後、当時六高の校長であった黒正先
生は、六高生とともに旧 48 部隊跡地の広大な敷地を大学用地と
して確保され、岡山大学の創設に携わるなど、岡山大学の基礎
を築かれました。岡山大学学生歌の一節「我らは集まり半田山の
山裾に・・・我らの学舎を守ろう」には、そうした黒正先生と六
高生達の熱い思いが込められ、今に受け継がれています。

岡山大学　
学長　森田　潔

岡山大学
Alumni（全学同窓会）への期待

岡山大学Alumni（全学同窓会）事務局
〒700-8530　岡山市北区津島中一丁目１番１号
（岡山大学津島キャンパス　本部棟４階）
TEL: 086-251-7019　FAX: 086-251-7294
E-mail: ou-alumni@adm.okayama-u.ac.jp

岡山大学Alumni（全学同窓会）
ご案内

アラムナイ

Okayama University Alumni REUNION

URL:http://www.cc.okayama-u.ac.jp/̃dousou/alumni/

本部棟



　岡山大学の同窓生、在学生、教職員、そして岡山大学の知の営
みに関与したすべての方 を々構成員として、平成 25 年 10月19日
に、「岡山大学Alumni（全学同窓会）」を設立しました。
　Alumniは、これまでの岡山大学同窓会を抜本的に改革し、同
窓生だけではなく、在学生、教職員等すべての方を構成員とする
強力なネットワーク組織であります。
　大学を取り巻く環境は大きく変貌し、極めて厳しくなってきております。
その中にあって岡山大学が大学間競争に勝ち抜き、旧帝大系に劣
らぬ地位を保っていくためには、大学と Alumni が一体となって
諸課題に挑戦し、成果に結び付けていくことが必要不可欠です。
詳細な事業は、今後、事業計画という形で検討し、さらに議論を深
めていくことが重要ですが、例示すれば以下のとおりです。

　・各地区への支部組織設置、学部を超えた交流の推進 
　・学生の就職支援活動の強化 
　・学生のグローバル人材養成への協力 
　・新規研究プロジェクトの獲得 
　・岡山大学ならではのオンリーワンプロジェクトの発掘と推進 

　これらの事業の推進および持続的な運営には、所属の垣根を
越え、全学的かつ強力なネットワークのもと、皆様方のご支援ご
協力があってこそ可能性が開かれるものと考えております。
　設立までご尽力いただきました旧岡山大学全学同窓会理事の
皆様、また、各学部等同窓会の代表の皆様に厚くお礼申し上げま
すとともに、皆様のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。

岡山大学
Alumni（全学同窓会）　
会長　小長　啓一

　岡山大学Alumni（全学同窓会）は、従来の同窓生を中心とし
た同窓会とは異なり、岡山大学の知的な営みに関わったすべての
方々、すなわち、同窓生のみならず、在学生や教職員、教職員OB、
留学生、研究生等、岡山大学に関わったすべての方々を会員とし
て、“オール岡大”で岡山大学の発展を支援するとともに、会員の
皆様の発展を目指すネットワーク組織です。
　岡山大学Alumni（全学同窓会）は、こうしたネットワークを活
かして、これからの社会の担い手である優秀な人材を育成し、岡
山大学が知の養い手として発展するとともに、世界的な学術研究
の中で確かな存在感を与え、そして、岡山大学に関わったすべての
人が岡山大学のアイデンティティに誇りを持つことができるよう邁
進していく組織です。
　そのため、岡山大学Alumni（全学同窓会）の運営に、岡山大学
も主体的に関わります。同窓生の皆さんと岡山大学が、ともに連
携協力しながら、強固なネットワークの構築と事業の充実を図って
いきたいと考えています。

岡山大学
Alumni（全学同窓会）の設立にあたって
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岡山大学Alumni（全学同窓会）は、会員の皆
様からの会費収入を財源に事業を実施します。

岡山大学の同窓生・在学生・教職員・教職員OBの皆様で、まだ会費を納め
ていない方は、Alumniの活動をご理解いただき、ぜひ納入くださいますようお
願いいたします。

会費：10,000円（終身会費）
会費の納入方法については、Alumniのホームページをご覧いただく
か、Alumni事務局までお問い合わせください。

平成25年度以降、順次開始する予定の事業をご案内します。 管理・運営事業 
■ウェブネットワークシステム
会員の皆様に様々なイベントのご案内やお知らせ、大学の情報等を
リアルタイムにお届けしたり、会員同士の交流を促進するためのコ
ミュニケーションシステムを構築する予定です。
システム構築には少し時間がかかりますが、運用開始についてはホー
ムページや会報等でおってお知らせいたします。

■会報
年１回、Alumniや大学の情報、学生の活躍等をお届けします。

■ホームページ
ホームページの充実を図り、積極的に情報を発信します。

■会員名簿
皆様のご理解をいただきながら、会員情報の把握と管理に携わります。

■運営
総会、理事会の開催および事務局の運営を行います。

顕彰事業 
■表彰
Alumniの活動に多大な貢献のあった会員等を、総会において表彰します。

支援事業
■学生支援
学生の就職活動を支援するＯＢ・ＯＧ情報について、Alumniのネット
ワークを活かしてデータベースとして構築し、岡山大学の就職支援活
動の一層のサポートを展開します。
また、グローバル人材育成支援として、学生の海外派遣や海外の国
際会議の参加、自己啓発活動としての海外研修等の諸活動に対し
奨励金などの支援を行います。

■各種行事支援
ホームカミングデイ等の会員相互の交流や、異業種交流を目的とする
行事を支援します。

■支部活動支援
国内外の支部の設置および支部の活動を支援し、ネットワーク拡大
を図ります。

事業のご紹介

会費納入のお願い

岡山大学
Alumni（全学同窓会）とはアラムナイ



岡山大学A
アラムナイ

lumni（全学同窓会）会報

平成25年10月に岡山大学Alumni（全学同窓会）が設立されたことに伴い、
従来の「岡山大学同窓会報」に替わり、新たに「岡山大学Alumni（全学同窓会）
会報」を創刊いたしました。
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